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千代崎港 午後1時30分
おいしいアナゴの代名詞として知られる「伊勢若松のア
ナゴ」。午後1時30分、早朝に水揚げされたばかりの生
きのよいアナゴが「ピチピチ」と跳ねる音と仲買人の威
勢のよい掛け声が響き渡り、港内は活気に包まれます。

鈴鹿市の陸貝
鈴鹿の自然発見！

16

みえない相手を感じてコミュニケーションを
ひろげよう人権尊重の輪

15
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これが本市の子どもたちの生活リズムです。皆さんの子ども時代はどうでしたか？

■ 平日の就寝時刻

朝ごはんの大切さ朝ごはんの大切さ

見直しましょう、子どもたちの生活習慣

　市では平成19年7月と12月に子どもたちの生活実態調査を行いました。この調査は市内20小学校と8中学校の協力を得て
実施しました。その結果、小学校高学年からテレビの視聴時間の増大、朝の目覚めの悪さ、朝ごはんの欠食割合の増加など
の実態が判明しました。ここでは、その中の6つの調査結果を紹介します。

　世の中のめまぐるしい変化の中で、人々の生活は徐々に夜型へと変わってきています。
今、子どもたちもその影響を受け、朝食の欠食や夜ふかし、携帯電話やインターネット、テレ
ビゲームなどへの依存傾向が強く見られます。このことは、心身の疲れやイライラ感、学習
意欲や体力の低下を招くと考えられ、基本的な生活習慣の重要性がさまざまな方面で指摘
されています。子どもたちの心身の健全な成長は規則正しい生活が基本です。今回は睡眠
や食事など、子どもたちの生活習慣の大切さについて皆さんと考えたいと思います。

早寝 早起き

オハヨー！
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■ 平日の起床時刻
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■ テレビとテレビゲームの時間
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　早寝、早起き、朝ごはんの大切さについて、普段から子どもと接する栄養教諭、保健給食グループ職員からのアドバイスです。

とっても大切！ 規則正しい生活

●体の成長は十分な睡眠から
　わたしたち人間は、栄養・運動・睡眠を
適切にとることで、体だけでなく、心のバラ
ンスも保っています。有意義な朝食をとる
ためには、早寝・早起きをして十分な睡眠
をとることが重要となります。
　「寝る子は育つ」と言われるように、人
間は寝ている間に、最も多く脳から成長ホ
ルモンが分泌され、筋肉や骨、臓器など
体の成長を促してくれます。

●自分に合った生活リズムを
　睡眠には、レム睡眠（体の睡眠）の浅い

眠りとノンレム睡眠（脳の睡眠）の深い眠
りの２つがあります。
　成長ホルモンは、ノンレム睡眠時に活
発に分泌されます。特に22時～深夜2時
ごろまでの「睡眠のゴールデンタイム」にノ
ンレム睡眠をとることが多く、成長ホルモン
の分泌を得られやすくなります。早目の就
寝をすることは、充分な睡眠を獲得し、成
長を促進するだけでなく、免疫力を高め、
疲労回復にもつながります。翌日の朝食と
排便時間から自分に合った就寝時間の
予定を立て、時間と心に余裕のある生活
を送りましょう。

学校教育課　　保健給食グループ　大久保茜

●朝ごはんは体のスイッチ
　朝ごはんは、『朝ですよ、起きてくださ
い！』と体中のいろいろな機能にスイッチを
入れる役割を持っています。朝ごはんを
食べると、胃や腸などの内臓が動き、体中
の細胞が活動を始めます。ただ、朝ごは
んは何でも食べればよいというわけではあ
りません。できるだけ主食・主菜・副菜のそ
ろった食事を座って落ち着いて食べるこ
とが大切です。特に主食は、脳を目覚めさ
せ、働かせるのに大切です。脳は、眠って
いる間も働き続けているため、エネルギー

不足を補うためにも朝ごはんが必要にな
ってきます。朝ごはんの大切さを伝え続け
ていかなければならないと感じています。

●おいしく食べて今日も元気に過ごそう！
　朝ごはんは、子どもに限らず、大人にと
っても大切なものです。『朝は忙しいから
ムリ！』と決めつけてしまわず、１日を元気に
過ごすために、家族が協力し、手伝い合
い、夕食で難しくなったと言われる｢家族
団らん｣を朝ごはんに取り入れてみてはい
かがでしょうか。

河曲小学校　　栄養教諭　前田美代子

早寝・早起き、朝ごはんのコツ

○昼間はできるだけたくさん体を
　動かそう。
○晩ごはんを早めに食べよう。
○早めにテレビを消して、気持ちを
　落ち着かせよう。

早寝のコツ

○目が覚めたらカーテンを開けて
　太陽の光を浴びよう。
○顔を洗おう。
○大きな声であいさつをしよう。
　「おはようございます！」

早起きのコツ

○食べる前にお手伝いなどで
　体を動かそう。
○十分に睡眠時間を取ろう。
○食べることの大切さを知ろう。

朝ごはんのコツ
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【作り方】
　米は洗って少なめの水加減で炊く。
　鍋に油を少々熱して肉を炒め酒をふりかけ、ゴボウ、ニンジ
　ンを加え、砂糖、しょうゆも入れて混ぜながら煮汁が少々残る           
　程度に煮込む。
　炊飯器のスイッチが切れたら
　ご飯の上に具を全部のせ、平
　らにして再びスイッチを入れる。
　炊き上がったらグリーンピース
　を加え、軽く混ぜ器に盛る。

　子どもたちの普段の生活を見守るＰＴＡ連合会会長と、栄小学校校長にお話をうかがいました。

わたしたちも
取り組んでいます
わたしたちも
取り組んでいます

栄小学校

校長　古市　博信

テレビやゲーム中心の生活を改めることが大切

鈴鹿市ＰＴＡ連合会

会長　矢田  真佐美さん

「早寝早起き朝ごはん」はまず、大人から

　本市には、交替制の勤務
形態をとる会社や深夜営業
の店舗や大型店などが多く、
核家族化に伴う親の生活様
式の変化もあって、家族そろ
って食事を囲むことが難しい
時代になってきたように思い
ます。最近の鈴鹿市青少年
対策推進会議の場で、深夜

はいかいで補導された子どもたちの中には小学生も含ま
れており、しかもその保護者への連絡がつかなかったと
いう報告を聞き、わたしはショックを隠せませんでした。
　親の生活リズムが乱れていては子どもの生活リズムを
正すことはできません。朝ごはんをおいしく食べるために
は、十分な睡眠と気持ちの良い目覚めが必要になります。
毎朝、眠い目をこすりながらも家族の健康を祈ってごはん
の準備をするお母さんやお父さんの姿や働く姿を見なが
ら、子どもは大きくなっていきます。わたしたち保護者自身
がまず、大人中心の24時間型の社会を見つめ直す必要
があるのではないでしょうか。

　「テレビやゲームなどで長
時間過ごすことが、子どもの
心身の発達に悪影響を及ぼ
している可能性が強い」と日
本小児科医会などが指摘を
しています。そこで、本校では
学校保健委員会が中心となり、
子どもたちの実態を把握しな
がら、「ノーテレビデ ・̶ノーゲ

ームデー」の取り組みを推進していきたいと考えています。子
どもたちに「テレビを見ない」「ゲームをしない」と強制したり
求めたりするのではなく、「食事中はテレビを消す」「ゲーム
は時間を決める」といった目標をまず持たせることで、生活の
中に「けじめ」を持たせ、健康的な生活習慣を定着させるこ
とができます。この取り組みにより、家族の会話が増え、物事
に対するやる気や学習意欲が高まることを願っています。
　6月25日（水）、学校医の「すずかこどもクリニック」渡邊正
博先生をお迎えして、6年生に「子どもとメディア」のテーマで
授業をしていただきます。また、7月2日（水）にも、5年生に同じ
テーマで公開授業を実施していただきます。皆さん、どうぞ
お越しください。　      ●問合せ : 栄小学校　 386-0462

　昨年8月に、白子中学校区おいしい朝ごはんクッキング講座が開かれました。これは子どもたち
の家庭での生活リズムを見直し、朝ごはんを毎日しっかりと食べる習慣を身に付けようと実施され
たもので、校区の親子52人が参加しました。親子で作って食べる料理の味は格別です。朝の忙し
い時間ですが、子どもたちにも少し手伝ってもらいながら一緒に朝ごはんを作ってみましょう。

【材料】（4人分）
●米：3合
●とり肉：もも肉約200g
　ごはん用に切る。
●ニンジン：1本
　皮をむき、縦に3本くらい切
　れ目を入れ笹がきにする。
●ゴボウ：1/3本
　皮をとり笹がき、水にさらし
　てからサッとゆでる。

●グリーンピ－ス
●酒：大さじ1杯
●砂糖：大さじ1杯
●しょうゆ：薄口・濃口
   各大さじ2杯強
●サラダ油

1
2

3

4

○おいしい「とりめし」のレシピを紹介します。
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■子どもたちの生活習慣向上をめざして

ラジオ体操を契機に
「早寝早起き朝ごはん」運動を推進
ラジオ体操を契機に
「早寝早起き朝ごはん」運動を推進

ラジオ体操推進委員会

委員長　佐藤邦孝（文化振興部長）

■ラジオ体操で地域のきずなを深めましょう

ラジオ体操実行委員会

委員長　井上勝治さん

　今回、委員長を務めさせていただきます。子どもたちのためというよりは地域や鈴鹿市の
ために、そして、自分自身のためにも6月29日（日）の特別巡回ラジオ体操開催に向け、委員
の皆さん、市民の皆さんと力を合わせて進めたいと思います。このようなイベントでは、子ども
と子ども、子どもと大人、大人と大人のきずなが深まるのではないでしょうか。皆さん、お忙しい
とは思いますが、鈴鹿の未来を担う子どもたちのためにも「ラジオ体操の良さ」を鈴鹿市全
体に広げていきましょう。
　この実行委員会は、「夏休みラジオ体操復活」に向けても取り組んでいきたいと考えてい
ます。どうかご理解ご支援をよろしくお願いします。

　「早寝・早起き・朝ごはん」運動を進めるため、学校や家庭、
地域、各関係団体と連携し、「特別巡回ラジオ体操・みんなの
体操会」を開催します。さわやかな朝の空気を胸いっぱいに
吸い込んで、みんなで体を動かす楽しみを実感しませんか。子
どもから高齢者までどなたでも参加できます。

　昨年度の「健全育成の集い」において、広く市民の皆さ
んに子どもの生活習慣向上の取り組みについて報告させ
ていただきましたが、朝食の欠食率に改善が見られなかっ
たり、テレビやゲームに費やす時間が長時間化したりとい
った課題が明らかになりました。子どもの生活習慣の改
善は、一朝一夕には成し得ないため、広く「早寝早起き
朝ごはん」運動を継続的に進め、本年度も一層、子

どもの生活習慣向上に向けて取り組みます。
　そのスタートとして、6月29日（日）に「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を誘致
します。市民の皆さんとともに、夏休みにはラジオ体操を復活させ、一層の「早寝早起
き朝ごはん」運動を推進し、子どもたちの生活習慣向上を図りたいと思っています。子
ども会はもとより、地元自治会やさまざまなサークル、団体の皆さんと連携を図り、進め
たいと考えていますので、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いします。

と　き　6月29日（日）午前6時集合
ところ　江島総合スポーツ公園芝生広場
　　　 （雨天時：市立体育館）
問合せ　鈴鹿市教育委員会青少年課
　　　 （　382-9055）
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Cheerful!

モータースポーツ都市のＰＲに向けて 
貴重な車両を展示中 

登山者の万一のために　春季山岳遭難救助訓練 
く　 し　ろ　だけ 

M a c h i k a d o  S h o t

レンズ レンズ 

4/28㈪

5/16㈮

5/18㈰

5/15㈭

　入道ヶ岳・宮指路岳で、

登山道の点検と岩場救助訓

練が行われました。 

　この訓練は、昭和61年6月

に遭難死亡事故が発生した

のを機に、毎年2回行われて

おり、今回は、鈴鹿警察署、

鈴鹿市中央消防署、鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿市

山岳協会など、総勢58人が4班に分かれ参加しました。 

　登山道の点検では、登山者が遭難しないように、分

岐点などを中心にテープやスプレーによるマーキング、

余分なテープの撤去や道標の確認を行いました。 

　また、岩場では、鈴鹿市職員山岳救助隊員7人が、

遭難者救助に用いるロープなど、器具の取り扱い確

認と救助の想定訓練を行いました。 

　岩場救助訓練に参加した隊員は、「器具の取り扱

いなどは、日ごろから機会をつくって行い、いざと

いうときのために備えたい」「何よりも登山者には、

遭難しないよう気を付けてほしい」などと話し、細

心の注意をはらって訓練に取り組んでいました。 

　モータースポーツ都市のＰＲと、市民にモータースポーツへの関心を

持っていただくことを目的に、市役所本館1階西玄関横に「モータース

ポーツ振興コーナー」を設け、車やバイクなどの展示を行っています。 

　この展示は、「鈴鹿モータースポーツ市民の会」などの協力により昨

年の12月から行われており、モータースポーツの歴史を紹介するパネル

やモータースポーツ関連の写真、車両などが展示されています。この内、

車両の展示では鈴鹿8耐仕様オートバイ、フォーミュラカー、レーシン

グカート、バイクのトライアルマシン、ネオヒストリックカーといった

貴重な実物車両が、期間を変えて順次展示されています。 

　来庁者は、「普段目にすることがないマシンが見れて良かった」「こ

うした展示を通じて、モータースポーツのまちのＰＲにさらに力を入れ

てほしい」などと話しながら、熱心に見入っていました。 

　なお、この展示は車両を入れ替えながら今後も続く予定です。 フォーミュラカー

ネオヒストリックカー

4/28㈪

鈴鹿8耐仕様オートバイ

レーシングカート

フォーミュラカー

ネオヒストリックカー

鈴鹿8耐仕様オートバイ

レーシングカートトライアルマシントライアルマシン
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災害時に備え　土のう作製・運搬訓練 

みんなで遊んだよ！子どもまつり 
鈴鹿医療科学大学スプリングフェスタ08

毎日の歯みがきで虫歯さんさようなら！ 
母と子のよい歯のコンクール開催 
　歯の衛生週間（6月4日～10日）の一環として、

歯科衛生に関する正しい知識の普及啓発などを目

的に、鈴鹿歯科医師会と鈴鹿市との共催による「母

と子のよい歯のコンクール」が保健センターで開

催されました。 

　57回目となる今回のコンクールには、昨年度の

3歳児健康審査を受診した幼児とその母親1,989組の

中から、歯科健康診査結果をもとに選ばれた母子

15組が参加しました。 

　コンクールでは、歯科医師による歯並びやかみ

合わせの状態、歯石の清掃状況などの検査が行わ

れました。思わず泣き出しそうになる幼児もいる中、

お母さんに負けじと頑張って口を「あーん！」と

大きく開けアピールするなど、参加者全員が普段

の丁寧な歯みがきの成果を披露しました。 

　なお、最優秀賞の母子は6月26日に開催予定の三

重県コンクールへ出場します。 

最優秀賞　伊川麻美さん・和ちゃん（東庄内町） 

優 秀 賞 　藤見昌代さん・千咲ちゃん（道伯町） 

　 同  　　杉野美智子さん・瑛哉くん（高塚町） 

レンズ レンズ 

4/28㈪

5/16㈮

5/18㈰

5/15㈭5/15㈭

　これからの梅雨、台風シーズンを前に、市河川防災セン

ターで、三重県建設業協会鈴鹿支部と市災害対策本部の

職員、合わせて42人が連携し、土のう作製・運搬

訓練が行われました。 

　このような防災関係部署が連携しての土のう作製・

運搬訓練は初めて行われ、市河川防災センターへ

運び込まれた砂を、2人1組で段取りよく袋に入れ、

土のう約1,300袋を作成し、11カ所の地区市民セン

ター、中央消防署へ運搬しました。 

　世界では、ミャンマーの水害や中国四川の大地震

が発生している中、この地域でも東海・東南海地震

が発生することが予想

されています。参加者は、

このような大規模災害

にも備えられるようにと、

土のう作製能力の向上

に努めていました。 

　さわやかな青空のもと、岸岡町の鈴鹿医療科学大

学で「スプリングフェスタ08」が開催され、多くの

親子づれが楽しい1日を過ごしました。 

　この催しは、同大学の医療福祉学科の学生と教職

員が地域社会と交流を深め、社会的貢献を果たすこ

とを目的に開催したもので、学生にとっては医療保育、

ボランティアワークの貴

重な実践の場となりました。

　イベントでは、音楽演

奏やゲーム、宝探しなど

が行われ、参加した子ど

もたちは大喜びでした。 

フォーミュラカー

ネオヒストリックカー

5/16㈮

5/18㈰

鈴鹿8耐仕様オートバイ

レーシングカートトライアルマシン
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☺6年目を迎える「ほたるの里」 
　西庄内町の上野自治会ほたるを

守る会の会長を務めています。今から

6年前、八島川でホタルが大発生し、

多くの見物客に来ていただきました。

しかし、道路は渋滞し、ヘッドライトの

“光害”によりホタルの観賞にも影響が

出ました。そこで、きちんと鑑賞できる

環境を作ろうと、地元の有志が集まり

「ほたるの里」を始めました。駐車場や

トイレ、通路を整備し、案内係を配置し

ました。その後、地元の皆さんの協力を

得て、お客さんのマナーにも助けられ、

「ほたるの里」は軌道に乗り始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺いよいよシーズン到来  
　ホタルは6月が見ごろです。月明か

りのない、無風で蒸し暑い夜に最も

多くホタルが舞います。皆さん、自然

のイルミネーションを楽しみに、ぜひ

お出掛けください。「ほたるの里」で

はいくつかのルールを決めています

ので、ご理解ご協力をお願いします。

また、歩きやすい履物でお越しください。 

　ホタルはきれいな水のある自然の

ままの川岸でしか育ちません。庄内の

この素晴らしい環境を大切に守って

いきたいと思っています。皆さんにも、

ホタルを観賞し、環境について考えて

いただければ幸いです。 

　 http://www.suzukahotaru.com/

情報局 
こちら すずか 

ワードパズル ワードパズル 

伊勢路紅

と 

なかま 
モンゴル舞踊を楽しむ会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、「ほたるの里」づくりに
頑張る山田さんです。

山田一治さん （西庄内町）

☺鈴鹿国際大学公開講座を受講 
　昨年9月に鈴鹿国際大学主催の「モ

ンゴル舞踊公開講座」に参加して踊

りを習った3人が、その後も続けたい

と今年2月にグループを作りました。

現在、メンバーは7人で、中国内モン

ゴル自治区出身の鈴鹿国際大学留

学生アルナさんの指導を受け、毎月

3回（第2・3・4火曜日19時～20時30

分）、白子公民館で練習をしています。

見学者、参加者、大歓迎です。 

☺自然やくらしを豊かに表現 
　モンゴルでは、お祭りや結婚式など

親しい人たちが集まると馬頭琴を奏で

ながら踊りを楽しみます。踊りは日常

生活の中にしっかりと溶け込んでいる

のです。モンゴル舞踊は女性の踊り

がほとんどで、その特徴は全身を使っ

たしなやかな動きにあります。手や肩、

胸、腰、目そして頭の動きによってモ

ンゴルの自然や生活、仕事、恋を表

現します。一方、体を素早く回転させ

たり、後ろに反らせたりと、力強さも併

せもっています。いつもモンゴルの雄

大な草原をイメージしながら踊ってい

ます。また、スパンコールや刺しゅう

がちりばめられた美しい衣装も大変気

に入っています。ここにもモンゴルの

素晴らしい伝統文化が見てとれます。

この衣装を着て踊っている間は、体も

心も若返る気分です。 

☺いつの日かモンゴルへ 
　今はまだ、基礎的な練習を中心に

行っていますが、徐々にレベルをあげ、

素晴らしい踊りが披露できるように頑

張っています。いつの日かモンゴル

を訪れ、モンゴルの人たちと一緒に

踊ることができればこれに勝る喜びは

ありません。 

●●

●

●ゴルフ場

鉄塔

N 桃林寺

八島川 鈴峰分署
中央消防署

鈴鹿IC.

国道306号

東名阪自動車道

椿大神社

ほたるの里
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☺

☺

情報局 
こちら すずか 鈴鹿市民歩こう会 乳幼児お母さん塾 

2008

きつけ 第17回 
和紙ちぎり絵展 

50才からのギター教室 イカダ下り 
ボーイスカウト体験 

鈴鹿中部剣道 
会員募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

ミニバレエコンサート
2008

ＥＭ勉強会 

弓道を楽しみたい方 
募集します 

2・3歳児対象 
親子音楽コース無料体験 

俳句を始めませんか 
(泉句会)

健康な歯で 
寿命をのばそう 

鈴鹿短期大学同窓会 
特別講演会案内 

鈴鹿子どもスペース 
(白子)

鈴鹿子どもスペース 
(神戸)

玉掛け技能講習 

｢低身長｣こども 
無料相談会 

男声合唱団わをん 
第11回演奏会 

自分を知るための 
｢研鑚セミナー｣ 

旺武道場(剣道) 
会員募集 

キッズ絵画造形教室 
無料体験実施 

こども英語と 
仏語入門講座 

パズル deブレイク 

鈴 ワードパズル ワードパズル 鹿 

■5月5日号の答え

サツキ

　サツキは旧暦の5月に咲くことから皐月（サツキ）といわれます。
本市は西部地域を中心に生産が非常に盛んであり、全国シェア
約40％を占める、日本一の産地となっています。 
　昭和62年には、市制45周年を記念して、市民から募集を行い、
全国に誇る本市の特産品として市の花に指定されました。 
　また、三重で生まれたサツキの新品種「伊勢シリーズ」として、従
来のサツキとツツジとのかけ合わせで、「伊勢路紫」「伊勢路紅」「伊
勢小町」の3品種を開発し、平成16年に品種登録が完了しました。 伊勢路紅伊勢路紅

※今回のパスルはお休みします。

とき／6月8日㈰　内容／北勢中央公園　集
合／三岐鉄道三里駅9時10分　とき／6月
22日㈰　内容／津・香良洲公園　集合／JR
高茶屋駅9時10分　参加費／いずれも200
円(初参加者は300円)　※初参加者大歓迎

とき／6月13日㈮10時〜12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／今が大切！
早寝早起き食事時間で生活リズムをつ
くりましょう。　参加費／300円　託児
／300円(先着順、保険・軽食含む)

とき／7月1日から毎週火曜日10時〜
12時(3カ月12回)　ところ／華賀きも
の学院内　内容／手結び着付＆後しまつ、
グループレッスンの楽しさ！　定員／
10人　受講料／12回で8,400円

とき／6月20日㈮〜22日㈰10時〜
17時　ところ／ベルシティイオン
ホール　入場料／無料　※体験コ
ーナーあります。

対象／原則として50才以上　とき
／毎月第1・3木曜日19時〜21時　
ところ／若松公民館　内容／クラ
シックギターを楽しむ　参加料／
月1,500円

対象／幼保年長児から小学4年までの
男女で親子　とき／6月8日㈰(雨天
の場合は6月15日㈰)　ところ／鈴鹿
川河川敷　参加費／300円　※人数
制限あり、事前申込み必要

対象／小学生から一般の方　とき／毎週
水曜日19時〜21時、毎週土曜日18時30
分〜20時30分　ところ／水曜日：神戸小
学校体育館、土曜日：神戸高校剣道場　
内容／剣道を通して心技体を養います。

とき／6月10日㈫19時〜21時　ところ
／白子公民館(近鉄白子駅東口徒歩5分)
参加費／100円　※不登校、ひきこもり
で困っている親を中心とした集まりです。
どなたでも気軽に参加してください。

とき／6月15日㈰16時開演　とこ
ろ／四日市市文化会館第2ホール　
内容／ドン・キホーテより、ジゼル
よりほか。鈴鹿、四日市、桑名教室の
合同発表会です。　入場料／無料

とき／6月20日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ菌の基礎知識と家庭内での正しい
使い方と応用　参加費／500円(Ｅ
Ｍ菌含む)　※気軽にご参加ください。

対象／高校生以上　とき／7月5日から毎
週土曜日10時から、または18時30分から
ところ／武道館弓道場　内容／弓道の基礎
の習得　参加料／2,000円(全14回)　申
込み／6月20日㈮まで　※初心者大歓迎

とき／毎週平日(相談に応じます)　
ところ／平田　内容／数多くのわら
べ歌を歌い、遊びながら自然と音楽を
楽しむ心、音感、拍、リズム感を養います。
ピアノ個人レッスンも行っています。

とき／毎月第1土曜日13時から　
ところ／文化会館第2研修室　講師
／長谷先生(鈴鹿市俳句連盟会長)　
※講師の懇切丁寧な指導が受けら
れます。初心者の方大歓迎です。

とき／6月19日㈭13時〜14時　ところ
／汐騒の詩(岸岡町)　内容／歯科医師に
よる健康な歯を保つためのお話　参加
費／無料　※どなたでも参加していた
だけます。お気軽にお越しください。

とき／7月5日㈯10時〜11時30分　
ところ／鈴鹿短期大学511講義室　
講師／鈴鹿短期大学学長佐治晴夫　
テーマ／からだは星からできている-
宇宙に学ぶ人生の歩き方-　入場料／無料

とき／毎月第3火曜日11時〜15時
ところ／白子公民館　内容／学校
に行けない、行かない子と親の交流
参加費／1家族200円(親のみ参加
は無料)　※お気軽にどうぞ。

とき／毎月第1・4火曜日13時〜16時
ところ／ジェフリーすずか　内容／
学校に行けない、行かない子と親の交
流　参加費／1家族200円(親のみ参
加は無料)　※お気軽にどうぞ。

対象／制限荷重が1トン以上の揚荷装置
またはつり下げ荷重1トン以上のクレーン、
移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
者　とき／学科：7月25日㈮、26日㈯　実
技：7月27日㈰　受講費／1万3,500円

対象／お子さんが低身長でないかとご心
配な方　とき／6月29日㈰14時から　と
ころ／文化会館2階　相談医／鈴鹿地区小
児科医師　定員／先着20組　申込み／電
話でこども健康フォーラム事務局へ予約

とき／7月5日㈯14時〜　ところ／
文化会館けやきホール　演奏予定
曲／草野心平の詩から、千の風にな
ってほか　入場料／無料　※お気
軽にお越しください。

とき／7月16日㈬〜21日㈪、8月12日㈫〜17
日㈰　ところ／鈴鹿研修所　内容／キメツケ
のない研鑚という考え方を身に付け、自分を知り、
人生や社会を知るためのセミナーです。説明会
は随時あります。　※興味のある方、ぜひどうぞ。

対象／小学1年生から中学3年生　とき／月・
木曜日19時〜21時　ところ／神戸中学校
体育館　内容／創立33年の剣道スポーツ
少 年 団 　 会 費 ／ 月 額 2 , 0 0 0 円 、入 会 金
1,500円　申込み／電話で丸山哲弘へ

対象／内容／①幼児から小学生、水彩・デッサ
ン・造形　②中学生以上、デッサン　とき／と
ころ／水曜日16時(白子駅前Bチャレンジ)、
木曜日16時(郡山町太陽の街)　会費／いず
れも月3,000円（画材は無料にて貸し出します）

対象／小学生以上　とき／内容／毎週土曜
日17時30分から英検5級、18時30分から英
検4級、19時30分から英検3級、20時30分か
ら仏語　ところ／文化会館　受講費／月
3,000円　※先着10人。4カ月更新が基本です。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
　　　　　　（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／6月16日㈪〜20日㈮　8時30分から直接、秘書広報課
　　　　　　（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められる
　　　　　　　ものは、お断りします。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。 
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。 

次回の募集は８月５日号掲載分です

と 

なかま 

ひ 
鈴木利昭

　383-0712
鈴鹿友の会

桜井　　382-7845

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827

白塚山末子
382-3297

高橋　　090-8555-1185
若松公民館　　385-1919

ボーイスカウト鈴鹿10団
松本　　378-1624

矢野浩之
　090-3385-6508

保井
　090-4185-1514

エンジェリーナ　バレエ
　355-5057

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

鈴鹿弓道協会　山田勝彦
　382-0531(夜間受付)

中原音楽教室
　・　379-6805

内山森人
　382-2167

デイサービスセンター汐騒の詩
　368-1221

鈴鹿短期大学鈴友会(同窓会)
事務局　　378-1020

草深
　090-1748-4560

和田
　372-2451

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

こども健康フォーラム事務局
　　0120-446-870

大野
　090-9192-5863

NPO法人研鑚ライフセンター
　370-2760

丸山哲弘
　385-0583

すずかのぶどう　387-0767
　sirobudou.com

簿記・英語研究会　三崎　
　・　367-2621

☺

☺

☺
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水道総務課　　  3 6 8 - 1 6 7 3 　　 3 6 8 - 1 6 8 8  
s u i d o s o m u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

情報館 水道週間

「ただいまァー　蛇口ひねって　水ゴクリ」 
6月1日から7日までは水道週間です 
「ただいまァー　蛇口ひねって　水ゴクリ」 
6月1日から7日までは水道週間です 

水道局では、水源から各家庭まで安全な水道水を届けるため、業務を分
担して取り組んでいます。これから夏にかけて水の需要が増える時期を
迎えるにあたり、水道局の業務内容や使用量検針、水道料金の納付などに
ついてお知らせします。

❶

親子で一緒に楽しく遊びましょう 

水道局の業務案内 

使用量検針 水道料金 

給水装置工事の依頼 

グループ 

計　画 

建　設 

受　託 

維持管理 

施　設 

中央管理室 

水　質 

電　話　 

３６８－１６７５ 

３６８－１６７６ 

３６８－１６７７ 

３６８－１６７８ 

３６８－１６７９ 
 

３６８－１６８１ 

主な業務内容 

 

工事の計画・施工・配水管の維持

管理、にごり水への対応など 

 

水源施設の維持管理、送水量など

の中央監視、水質検査・管理など 

課 

 

工務課 
 

 

 

水源課 

グループ 

料　金 

計　量 

給　水 

 

総　務 

経　理 

電　話　 

３６８－１６７０ 

３６８－１６７１ 

３６８－１６７２ 

 

３６８－１６７３ 

３６８－１６７４ 

主な業務内容 

 

水道料金、使用水量、検針、引っ越

しや名義変更、給水工事など 

 

工事物品などの契約や支払い、

水道局全般の庶務など 

課 

 

営業課 

 

 

水道総務課 

　水道料金は、2カ月ごとに検針員が各家庭を訪問し、

水道メーターを検針して決定しています。検針月の10日

ごろまでに、検針員が訪問しますので、検針しやすい

環境づくりにご協力ください。 

○メーターボックスの上に植木鉢などの物を置かない
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※検針は、地区によって偶数月と奇数月に分かれています。 

　水道料金は、2カ月ごとに検針する使用水量に基づい

て算定します。下水道を使用されている家庭では、下水

道使用料も水道料金と一緒にお支払いいただきます。 

　支払い方法は、口座振替と納入通知書による払い込

みの2通りあります（クレジットカードは取り扱っていません）。 

○口座振替によるお支払い
　金融機関（ゆうちょ銀行を含む）の本人指定の預貯金

口座から、引き落としされます。振替日は、検針した月の

翌月10日（金融機関が休みの場合は翌日）です。なお、

10日に振替ができなかった場合は、同じ月の25日に再振

替を行います。 

　申し込みは、通帳・お届け印・お客さま番号の分かる

もの（検針票など）をご持参の上、金融機関（ゆうちょ銀

行を含む）の窓口で手続きしてください。 

○納入通知書によるお支払い
　検針時にお届けする納入通知書により、金融機関（ゆ

うちょ銀行を含む）や、コンビニエンスストア、水道局営

業課でお支払いできます。 

　給水装置の修繕を必要とする場合、その修繕に要する費

用は申込者の負担となります。 

　修繕代金は、各事業者が独自に決めており、統一価格が

ありませんので、修繕をするときは、複数の事業者から見積

もりを取るなど、納得した上で依頼するようにしてください。 

※見積もりが有料となる工事店もありますので、事前にご確認

ください。依頼する工事店は、水道局の指定を受けた「指定

給水装置工事事業者」へお申し込みください。 

担当　営業課計量グループ 担当　営業課料金グループ 

担当　営業課給水グループ 

　地下や床下などの見えにくい場所で水漏れしている

ことがあります。水漏れしているのではないかと

思われる場合には、蛇口を全部締めて、水道メ

ーターを確認してください。パイロットマークが

回っている場合は、水漏れの疑いがあり

ますので、水道局の指定を受けた「指定

給水装置工事事業者」（　http://www. 

city.suzuka.lg.jp/life/benri/8505.html） 

へご相談ください。 パイロットマーク

○メーターボックスの近くに犬をつながない



※園庭開放 

　　保育所の園庭にあるすべり

台やブランコなど、好きな遊

具を使って自由に遊べます。

詳しくは、各保育所にお問い

合わせください。 

 

※鈴鹿私立保育連盟の各保育園

も園庭開放を行っていますの

で、詳しくは、各保育園にお

問い合わせください。また、

ホームページ（　 http ://www. 

　suzuka - sh i ho r en . com/）も

ご覧ください。 
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子育て支援課　　 3 8 2 - 7 6 0 6 　　 3 8 2 - 7 6 0 7  
k o s o d a t e s h i e n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

「ただいまァー　蛇口ひねって　水ゴクリ」 
6月1日から7日までは水道週間です 

情報館 子育て支援〜園庭開放〜

親子で一緒に楽しく遊びましょう親子で一緒に楽しく遊びましょう 親子で一緒に楽しく遊びましょう 

❷

７月２日㈬
７月10日㈭
８月６日㈬
９月３日㈬
10月１日㈬
10月11日㈯
11月５日㈬
２月４日㈬

七夕飾りを作ろう 
夏まつり 
水遊び（サマーフェスタ） 
水遊びを楽しもう 
お散歩に行こう 
運動会 
小児科の先生との話 
親子交通安全指導 

６月12日㈭ 
 
９月17日㈬ 
10月11日㈯ 
11月13日㈭ 
12月24日㈬ 
１月22日㈭

お兄さん・お姉さんと
遊ぼう（発育測定） 
ミニ運動会（発育測定） 
運動会 
神戸公園で遊ぼう 
クリスマス会に参加しよう 
作って遊ぼう（発育測定） 

７月17日㈭ 
10月18日㈯ 
11月５日㈬ 
１月28日㈬ 

夏まつり 
運動会 
散歩に出掛けよう 
おもちゃを作って遊ぼう
（玉垣児童センター） 

※園庭開放は毎月第1･3水曜日（10時

～11時30分） 

６月12日㈭ 
７月16日㈬ 
10月４日㈯ 
10月17日㈮ 
11月20日㈭ 
12月11日㈭

ふれあって遊ぼう 
人形劇を見ます 
運動会 
散歩に行こう 
お店屋さんごっこ 
人形劇を見ます 

※園庭開放は毎月第4木曜日（3月を除く

10時から） 

牧田保育所 378-2010

７月23日㈬ 
10月11日㈯ 
１月28日㈬ 

夏まつり 
運動会 
人形劇 

※園庭開放は毎月第1・3水曜日（9時

30分～11時、雨天中止） 

※勤労青少年ホーム「はぐはぐ」でのお出

掛け保育は6月19日（木）、9月2日（火）、

11月10日（月）、1月23日（金）、2月26日（木） 

※園庭開放は毎日行っています（9時

30分～11時）。 

※園庭開放は毎月第1・3水曜日（8・3月

を除く、11月は第3水曜日のみ、1月の

み第2水曜日）10時～11時（雨天中止） 

白子保育所 386-2010

玉垣保育所 382-2737

合川保育所 372-0058

６月26日㈭ 
７月14日㈪ 
９月４日㈭ 
10月11日㈯ 
11月６日㈭ 
１月15日㈭ 
２月26日㈭

人形劇 
人形劇 
水を使って遊ぼう！ 
運動会 
お散歩に行こう！ 
作って遊ぼう！ 
一緒に踊ろう！ 

※園庭開放は6月11日（水）、9月24日（水）、

10月22日（水）、11月26日（水）、3月4日（水）

10時～11時 

河曲保育所 383-1643

６月12日㈭
７月24日㈭ 
10月11日㈯ 
11月19日㈬ 
１月21日㈬

お楽しみ会 
夏まつり 
運動会 
クリスマスリース作り 
親子ふれあい遊び 
（絵本の読み語り） 

※園庭開放は毎月第1・3水曜日10時～11時 

※園庭開放は毎月第2・4水曜日（8・3月

を除く10時～11時） 

※出前保育は毎月第2金曜日（8・3月を

除く）（深伊沢地区市民センター） 

算所保育所 378-4569

７月31日㈭
８月20日㈬ 
10月４日㈯ 
10月８日㈬ 
12月３日㈬ 
２月９日㈪

夏まつり 
人形劇 
運動会 
散歩 
クリスマス飾り作り 
人形劇 

深伊沢保育所 374-2797

７月24日㈭ 
９月11日㈭ 
10月11日㈯ 
11月13日㈭ 
 
1月27日㈫

夏の遊びを楽しもう 
お月見会 
運動会 
かぜ予防・虫歯予防に
ついてのお話 
人形劇（3～5歳10組） 

※絵本の読み聞かせは6月10日（火）、

8月5日（火）、11月11日（火）、2月10日（火） 

※園庭開放は毎週火曜日（3月を除く9

時30分～11時） 

西条保育所 382-6511

６月12日㈭ 
７月12日㈯ 
９月25日㈭ 
 
10月18日㈯ 
11月11日㈫ 
12月16日㈫ 
１月29日㈭ 
３月３日㈫

みんなで遊ぼう 
夏まつり 
公園で遊ぼう 
（雨天時は解放センター） 
運動会 
焼イモ大会 
作って遊ぼう 
人形劇 
ひなまつりの集い 

※園庭開放は毎日行っています 

　（9時30分～11時）。 

一ノ宮保育所 383-0407

神戸保育所 382-0537

市では、保育所の子どもたちと一緒に遊んだり、保育所のことを知ってい
ただくことを目的に、園庭開放を行っています。今回は、平成20年度の保育所
の園庭開放の日程などを紹介しますので、ぜひ気軽にお出掛けください。
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くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

納税の夜間窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月27日㈮、30日㈪
　17時15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
ふとん丸洗いサービスのご利用を 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上｢ねた
きり｣などの症状により、寝具の衛

生管理が困難な40歳以上の方 

内　容　中わたが、綿・合成繊維・
羊毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません。対象者一

人あたり2枚までで、1週間から10

日間預かります(7月中に実施)。 

費　用　無料 
申込み　6月30日㈪までに、電話ま
たはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書を届けます。 

 
将来に老齢基礎年金(国民年金)を 
多く受けたい人に付加年金の加入を 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp　

　付加年金は、付加保険料を納

めたことがある人が、老齢基礎

年金の受給権を得たときに老齢

基礎年金に加算して支給します。 

対　象　第1号被保険者(自営業・
農林漁業者などとその配偶者、

学生、任意加入者を含む) 

※国民年金保険料を免除されている

方と国民年金基金の加入者を除く。 

付加保険料　月額400円 
年金額　200円×付加保険料納付月数 
◆40年間付加納付した人には、

次の年金額が支給されます。 
　79万2,100円(平成20年度老齢基

礎年金)＋200円×480カ月(付加年

金の額)＝88万8,100円 

※上記の付加年金の年金額は、年金

額の改定が行われた場合でも、改

定されないことになっています。 

申込み　年金手帳を持参し、保険
年金課または地区市民センターへ 

※国民年金基金についての問合せ、申込

みなど詳しくは、三重県国民年金基金

　 0120-29-1284(フリーダイヤル)へ 

6月8日から14日までは 
危険物安全週間です 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

【推進標語】
安全へ確かなスマッシュ保守点検
　気温の高くなる夏季は、石油類

から可燃性ガスが発生しやすく、危

険物による事故が起こりやすい時

期です。ガソリン、灯油、塗料、ス

プレーなどの中にも危険物が含ま

れています。安易な扱い方が大事

故につながりますので、次のことに

気を付けましょう。 

○火の近くでは取り扱わない。 

○換気のよい所に保管し、容器

には必ず栓をする。 

○適正な容器で保管する。 

○直射日光の当たる場所や、高

温となる場所に保管しない。 

○必要以上に置かない。 

 
任期満了による鈴鹿市農業
委員会委員選挙を行います 

選挙管理委員会事務局

　 382-9001　 384-3302
senkyo@city.suzuka.lg.jp

投票できる方　投票日当日、市内
在住の方で、鈴鹿市農業委員会委

員選挙人名簿に登録されている方 

選挙期日　7月6日㈰　7時～20時 
立候補受付　6月29日㈰　8時30分
～17時 

委員定数　23人(9選挙区) 

対　象　次のすべての条件を満たすもの 
○平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は

除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上) 

○次の改修工事により、一定の省エネ基準に適合する

こととなった住宅・窓の改修工事(複層ガラス化など)・

窓の改修工事と併せて行う次のいずれかの工事床の

断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事 

○改修工事費が30万円以上 

○平成22年3月31日までに改修工事が完了したもの 

※｢新築住宅に対する減額｣や｢住宅耐震改修に伴う減額｣

とは同時に減額されません。 

※バリアフリー改修を同年に行った場合には、合わせて3分

の2が減額されます。 

※省エネ改修に伴う減額は1度しか受けることができません。 

減額率　改修を行った住宅の固定資産税額の3分の1を減額 
※120㎡を超える住宅については、120㎡分までの固定資産税額の3分の1を減額 

申　請　工事完了後3カ月以内に、申請書に必要事
項を記入の上、次の添付書類を添えて資産税課へ 

○熱損失防止改修工事証明書
　改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合してい

るかを確認する書類です。建築士、指定確認検査機

関または登録住宅性能評価機関から発行されます。 

○納税義務者(家屋所有者)の住民票の写し
　本市において住所確認することに同意していただ

く場合は、添付は不要です。 

※住宅耐震改修・バリアフリー改修について詳しくは、資産税課にお問い合わせ

いただくか、市ホームページ( http://www.city.suzuka. lg.jp/l ife/benri/ 

　 i ndex4 .h tm l )をご覧ください。申請書は市ホームページからも入手できます。 

省エネ改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されます 
資産税課　 382-9007　 382-7604　　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成20年4月30日から、省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税が1年間減額される制度ができました。 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
住宅用火災警報器の設置は

済みましたか 

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市火災予防条例の改正により、

今年の6月1日以降、すべての住宅に

住宅用火災警報器(煙式)の設置義務

が適用されています。住宅用火災警

報器は寝室や2階に寝室がある場合

は階段にも設置が必要で、ねじ回しで

簡単に取り付けられます。お忘れの方

は、早めに設置をお願いします。 

○消防職員のふりをするなどの、悪

質な訪問販売にご注意ください。 

○業者による点検の必要はありま

せん。仕様書をよく確認し自ら点

検を行う習慣を付けましょう。 

※住宅用火災警報器は、クーリング 

オフの対象です。契約などのトラ

ブルが起こった場合は、鈴鹿亀山

消費生活センター(　375-7611)に

ご相談ください。 

 
資料館などの休館日を変更します 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　稲生民俗資料館、伊勢型紙資

料館、庄野宿資料館、大黒屋光

太夫記念館の4館は、7月1日㈫か

ら休館日を変更します。 

休館日  月曜日・火曜日・第3水曜日
(ただし、月曜日が休日の場合

は開館)、年末年始(12月28日～

1月4日) 

 
発達に障がいのある 

子どもをもつ保護者のための
子育てトーク参加者を 

募集します 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　発達に障がいのある子
どもの保護者の方(原則として

一年間通して参加できる方) 

と　き　6月26日㈭、7月10日㈭、

9月11日㈭、10月16日㈭、11月

13日㈭、12月11日㈭、平成21年

1月15日㈭、2月12日㈭　いずれ

も10時～12時 

ところ　市役所西館会議室 
内　容　発達に障がいのある子ども
の保護者の話し合いとグループ相談 

コーディネーター　　　順子(教
育研究所専門相談員、臨床心理士) 

定　員　15人程度 
参加料　無料 
申込み　6月23日㈪までに、電話
で教育研究所へ 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します 

住宅課　 382-7616　 382-7615 
jutaku@city.suzuka.lg.jp

◆売払物件1
所在地　東玉垣町字井龍田2657番52 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　131.33㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　551万6,000円(売却最低価格) 
◆売払物件2
所在地　東玉垣町字乙戸部2800番39 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　138.55㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　546万9,000円(売却最低価格) 
◆入札参加申込み　6月5日㈭から20日㈮
(土・日曜日を除く9時30分～16時)

までに、直接、住宅課へ 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　6月9日㈪　物件1は14時

から、物件2は14時30分から 

ところ　いずれも売払物件所在地 
 
天野奨学金奨学生を募集します 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたものです。 

応募資格　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀、品行方正であり、

学資に困っている高校生以上

の学生 

奨学金額(給付月額)
○高校生　6,000円 
○高専・短大生　7,000円 
○国・公立大学生　1万円 
○私立大学生　1万4,000円 
奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　6月30日㈪までに、指導
課に備え付けの申込用紙に必

要事項を記入の上、同課へ 

｢ジェフリーふぇすた｣実行
委員を募集します 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　｢ジェフリーふぇすた｣は男女

共同参画について考え、活動の

ネットワークを広げるイベントで、

2月ごろに開催を予定しています。 

内　容　月2回程度実行委員会を
開催します。報酬などはありません。 

申込み　6月28日㈯までに、はがき、
ファクス、電子メールなどで住所、

氏名、連絡先、応募の動機を記

入の上、男女共同参画課(〒513-

0801　神戸二丁目15-18)へ 

 
教科書展示会を行います 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　小学校・中学校用教科書見本本、

高等学校用教科書見本本の一部

を展示します。 

と　き　6月20日㈮～7月6日㈰　
9時～18時(土・日曜日は9時～17時) 

※月曜日、7月1日(火)は休館 

ところ　市立図書館2階会議室 
 
すずかフェスティバルの 
サポーターを募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　中学生以上(中学生は保
護者の承諾が必要) 

と　き　8月2日㈯、3日㈰のうち、
半日以上参加可能な時間帯 

ところ　弁天山公園、白子駅前、
神戸、鈴鹿ハンター、白子サンズ 

内　容　すずフェス当日の運営
のサポート(踊り大会の受付、

チーム整理、会場整理、進行、

公式グッズ販売など) 

※交通費・食事代は支給されません。 

特　典
○特製サポーターＴシャツ1枚、

缶バッチ1個を進呈 

○｢ボランティア証明書｣を発行 

○希望者は｢和おどり・総おどり｣

をステージで踊れます。 

申込み　7月4日㈮までに〒510-

0241白子駅前17-12　すずかフェス

ティバル実行委員会事務局(　 380-

5595　 i n f o@s u z u f e s . com)へ 
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考古博物館●

●河曲小

不燃物リサイクルセンター

至 亀山 至 四日市

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

木田橋

★ 八重垣神社遺跡
第6次調査発掘現場

ミニ知識 ミニ知識 

国道１号

●

お 知 ら せ  
 
 

狩猟免許試験を行います 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　野生鳥獣は、原則として捕獲が禁

止されています。ただし、狩猟免許の

所持など一定の要件を満たす場合に、

捕獲許可または狩猟登録を受けて野

生鳥獣を捕獲することができます。興

味のある方には、｢狩猟の入門資料(狩

猟読本)｣を無料でお渡しします。 

免許の種類　網猟免許、わな猟免許、
第1種銃猟免許、第2種銃猟免許 

提出書類　狩猟免許申請書、受験票、
医師の診断書など、住民票抄本 

受験手数料　初心者5,300円、
一部免除者4,000円 

【免許試験】
○第1回試験
と　き　7月2日㈬　9時30分～17時 
ところ　三重県総合文化センター 
申込み　6月25日㈬まで 
○第2回試験
と　き　8月3日㈰　9時30分～17時 
ところ　三重県吉田山会館 
申込み　7月28日㈪まで 
○第3回試験
と　き　8月24日㈰　9時30分～17時 
ところ　三重県吉田山会館 
申込み　8月18日㈪まで 
試験科目　いずれも知識試験、適
性試験、技能試験 

問合せ　県四日市農林商工環境事務
所森林・林業室　 352-0656、県環境

森林部自然環境室　 059-224-2578 

 
ガーデニングコンテストの
作品を募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の方 
申込み　6月30日㈪(当日消印有効)
までに、鈴鹿商工会議所に備

え付けの応募用紙に必要事項

を記入の上、写真裏面にはり、

〒513-0802　飯野寺家町816鈴

鹿商工会議所ガーデニングコ

ンテスト担当(　 382-3222)へ 

※造園業者などの手が入ったものではなく、

皆さんの手で作った庭や花壇に限ります。 

表　彰　7月下旬に、入賞者に直接

通知し、8月3日㈰に、鈴鹿ハンタ

ー1階催事場で表彰式を行います。 

※同会場で8月1日(金)から5日(火)まで

作品展示を行います。 

※応募写真は返却できません。なお、応

募者名簿は、各報道機関などに公開さ

せていただきます。 

※新人賞、アイディア賞、参加賞があります。 

 
名古屋国税局では税務職員

を募集します 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度の国家公務員採用

Ⅲ種(税務)試験が実施されます。 

受験資格　昭和62年4月2日から平
成3年4月1日までに生まれた方 

受付期間　6月24日㈫～7月1日㈫ 
第一次試験日　9月7日㈰
※申込用紙の請求など詳しくは、

名古屋国税局人事第二課試験係

(　052-951-3511)、または鈴鹿税

務署総務課(　 382-0351)へ 

 
毒劇物取扱者試験を行います 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月10日㈰　13時～15時 
ところ　三重大学(生物資源学部) 
申込み　各保健福祉事務所で、6月
9日㈪から27日㈮(8時30分～17時

15分)まで配布する申込用紙に必

要事項を記入の上、6月23日㈪か

ら27日㈮(8時30分～17時15分)まで

に、各保健福祉事務所へ 

問合せ　県鈴鹿保健福祉事務所保
健衛生室衛生指導課　 382-8674 

 
賛助会員を募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　㈶鈴鹿国際交流協会では、青少

年の海外交流や、外国語講座、国際

理解セミナーなど、さまざまな活動を

行っています。特に近年は、1万人を

超える在住外国人との共生が大きな

課題となってきている中、当協会でも、

日本語教室や日本語ボランティア養

成講座の実施など、共生推進事業に

より一層取り組んでいます。当協会の

事業に賛同し応援していただける方

のご協力をお願いします。 

※賛助会員には、当協会主催事業すべて

に会員価格で参加していただけるほか、

グループでの国際交流・多文化共生活

動に対する助成制度も受けられます。

また、協会ニュースやお知らせが届きます。 

申込み　電話、郵便、ファクス、電
子メールのいずれかで、郵便番号、

住所、氏名、電話番号を鈴鹿国

際交流協会(〒513-0801　神戸

一丁目1-1近鉄鈴鹿市駅ビル3階)

へご連絡ください。後日、必要書

類を郵送します。 

年会費　個人：一口2,000円 
　法人・団体：一口1万円 

 

○催し物

 
八重垣神社第6次発掘調査

現地説明会 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月28日㈯　10時から(少
雨決行) 

ところ　八重垣神社遺跡(十宮町地内) 
内　容　発掘調査現場の一般公開。
弥生時代前期の溝や土器など

が見つかっています。 

※当日、現地に時間までにお越しください。 

 
第17回鈴鹿市少年相撲大会 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学４年生～中学生 
　(男女は問いません) 

と　き　6月15日㈰

※雨天時は、22日(日)に順延 

ところ　武道館相撲場 
内　容　相撲教室、個人戦(学年別)、
団体戦3人(原則として4年・5年・

6年生の各1人とし、低学年が高

学年の枠に出場できます。個人

戦・団体戦を兼ねて出場できます) 

表　彰　個人・団体戦の1～3位 
参加料　無料 
申込み　6月10日㈫までにスポーツ課へ 

くらしの情報 

催 し 物  
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

みえない相手を感じてコミュニケーションを 

　インターネット人口の普及率は総務省の調査では

平成18年末で68％を超え、だれもがパソコンや携帯

電話でコミュニケーションをとる時代になったといえます。

インターネットの普及により、わたしたちの生活は大き

く変化したのではないでしょうか。 

　インターネットは多くの情報の取得や、発信を手軽

にできるようにしてくれます。また、家にいながらにし

て買い物ができたり、メールなどでのやりとりで、遠く

の人と即時に情報交換ができたりし、わたしたちの暮

らしを豊かにしてくれています。また、ひと昔前までは

自分の考えを世の中に発信する手段は本を出版する

とか新聞、雑誌などに投稿するなど手間と時間のか

かる作業でしたが、今では自身のホームページやブロ

グを作成したり、掲示板への書き込みなどで自らの考

えを容易に社会に知ってもらえるようになりました。 

　しかし、その一方で困った状況が発生しています。

それは、ひぼう中傷、差別的な書き込みなど、インタ

ーネットの匿名性からくる悪用事例の存在です。深刻

なのは、一度書かれた情報は一瞬で世界中に広がっ

てしまうということです。何かを情報発信しようとする

とき、どんな影響があるのか、責任を感じて書き込ん

でいるでしょうか。また、インターネットの情報を見る

とき、その情報を一方的にうのみにするのではなく、

多面的な角度で見ているのでしょうか。また、差別的

な書き込みを見ても自分に関係ないことと無関心を

装ってはいないでしょうか。 

　インターネットもコンピューターを使ったコミュニケ

ーションの一つです。モニターの向こうに喜びや悲し

みといった感情を持つ人間がいることを常に意識し

てコミュニケーションを楽しみたいものです。　 

木田橋

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　　環境配慮型のレースって？ 

　　モータースポーツにおいても省資

源や環境保護といった意識も高ま

りつつあり、電気自動車やソーラー

カーによる競技が注目されています。

鈴鹿サーキットで開催されるソーラ

ーカーレースは、ガソリンなどの化石

燃料を使用しないモータースポーツ

イベントとして国際自動車連盟

(FIA)に公認されています。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 

の 6 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・全期・1期
【納期限は6月30日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

日伯交流年100周年記念 
～日本からブラジルへ 
渡った移住者～ 

市民対話課　 382-9058　382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　明治41年にブラジルへの移住が

始まり、日本とブラジルの交流は、

今年で100周年になります。これを

記念し、移住当時の様子が分かる

パネルを展示します。ブラジル国内

でも高い評価を得るようになった日

系人の歴史にぜひ触れてみてください。 

と　き　6月16日㈪～25日㈬ 
ところ　市役所本館1階市民ギャラリー 
入場料　無料 
 
夏至の日イベント地球温暖化
防止キャンドルナイト 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　｢電気を消してスローな夜を｣

　夏至にろうそくの灯だけで営業し、

地球温暖化防止を呼び掛けます。 

と　き　6月21日㈯　夜間 

ところ　市内キャンドルナイト参
加飲食店舗(創作居酒家NOBU 

　SHO・CafedeR・福の助・たこ

の助・麺の助・大伸・HINATA・

ご馳や・匠・離れ家・ござる・Y's

キッチン・花職人・クラブ蝶々・

オリエンタルクラブ・クラブディオ

ス・クラブエルサンバ) 

主　催　キャンドルナイトin三重実

行委員会、鈴鹿｢魂｣実行委員会 

問合せ　鈴鹿｢魂｣実行委員会　
肥田　 379-1113 

 

○講座・教室

 
鈴鹿市相撲教室 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

対　象　小・中学生 
と　き　6月21日から8月30日ま
での毎週土曜日　14時～16時(全

10回、8月16日は休み) 

ところ　武道館第5道場 
参加料　3,000円(スポーツ保険含む) 
申込み　6月14日㈯までに、参加料
を添えて武道館(　388-0622)へ 

 
公開文化講座・シンポジウム 

鈴鹿国際大学国際交流センター

　 ・　 372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

◆国際料理教室（4教室共通）
１. 中国料理
と　き　6月21日㈯　10時～13時 
２. インドネシア、ベトナム料理
と　き　7月5日㈯　10時～13時 
３. 韓国料理　
と　き　7月19日㈯　10時～13時 
４. スリランカ料理
と　き　8月2日㈯　10時～13時 
ところ　本学C棟ラウンジ 
定　員　15人 
受講料　5,000円 

申込み　6月13日㈮までに鈴鹿国際
大学国際交流センターへ

◆国際シンポジウム-SIWDAC(本学
開発と文化研究センター)＆国際
開発学会東海支部との共催事業- 

と　き　6月28日㈯　13時30分～
15時30分 

ところ　本学国際文化ホール 
定　員　70人程度 
受講料　無料 
※当日参加可能です。 

※各コースの内容など詳しくは、鈴鹿国際大学

国際交流センターへお問い合わせください。 
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講座・教室 



撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 千代崎港
平成20年5月16日
秘 書 広 報 課

　陸貝というと、まず「カタツムリ」を思い浮かべると思いますが、他
にも多数の陸貝が知られています。実は、ナメクジも陸貝の仲間で
す。今回の調査では、市からは71種類の陸貝が記録されましたが、
その中で特に珍しい陸貝を紹介します。
　これから梅雨の時期に入り、普段あまり見かけない陸貝が身
近に現れます。皆さんも一度、陸貝を観察してみてはいかがでし
ょうか。

 

表紙写真

千代崎港 午後1時30分

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

■発行／鈴鹿市　〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　059-382-1100（代表）　　http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　059-382-9036　　059-382-9040　　hishokoho＠city.suzuka.lg. jp
■印刷・制作／身体障害者授産施設 八野ワークセンター印刷係　　  059-375-4381
                                                       059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

　先月、ミャンマーと中国で大きな災害が
発生し、多くの人命と財産が失われました。
被災地の方々には心よりお見舞いを申し
上げます。
　最近は、地球温暖化の影響などもあり、
「災害は忘れたころにやってくる」ではなく、
「災害は忘れる前に再びやってくる」ものに

変わってきたように思います。テレビで災害
のニュースを見るときは、「被災地は大変
だ」で済ますのではなく、わが身に置き換え
て、改めて普段の準備や避難場所の確認、
家族の役割分担を話し合うなど、災害へ
の備えをしてください。（眞）

  

Vol.10
鈴鹿市の陸貝

ホラアナゴマオカチグサガイが見つかった小岐須風穴

広報すずか　2008年6月5日号

・ ・ ・ ・ 三重県レッドデータブック絶滅危惧種

・ ・ ・ ・ 三重県レッドデータブック準絶滅危惧種

　殻の高さが2㎜と非常に小さ
い貝で、石灰岩の洞窟内に生息
しているため、“ほらあな”という
名前が付いています。本市では
すでに1959年に生息が確認
されており、今回も小岐須渓谷
の石灰洞の中で、再度生息が確認されました。環境省の準絶
滅危惧種にもなっています。

ホラアナゴマオカチグサガイ（写真：小岐須渓谷）

ナガオカモノアラガイ（写真：竹野町）

　殻の高さが12㎜で、水辺の
植物の茎や葉に見られます。本
市では、岸田町、甲斐町、竹野町
の水田や農業用水路で確認され
ました。近年、生息場所が減少し
てきています。

ヒラヒダリマキマイマイ（写真：小岐須渓谷）

　殻の高さが20㎜で、三重県で
の生息地は鈴鹿山脈に限られて
います。本市では、小岐須渓谷で
1958年に初めて生息が確認さ
れましたが、残念ながら今回の
現地調査では、確認することが
できませんでした。

チビクロイワマイマイ

　殻の高さが約22㎜で、三重県の生息地は北中部地域に限
られています。本市では、山本町、小岐須町で確認されました。

クチマガリスナガイ（写真：小岐須渓谷）

　殻の高さが2.5㎜と小さい貝
で、石灰岩地域にのみ生息して
おり、石灰岩のくぼみや割れ目
などに見られます。本市では、小
岐須渓谷で確認されました。


